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 三木創生計画は、「くらしの豊かさを実感し、いつまでも住み続けたくなるまち」をめざし総合戦略を展開しています。
高速道路をはじめ、金物、豊かな自然、農業、マンパワーなど、三木に根差すさまざまな地域資源を活用し、「まちづ
くり」・「ひとづくり」・「しごとづくり」を進め、三木の魅力を高め若い世代を呼び込み人口減少に歯止めをかけていきま
す。 

 総合戦略において、９つの柱の施策のひとつに開発プロジェクトを位置付け、若い女性をはじめ魅力を感じ働きたく
なる雇用を創出し、定住を促進。あわせて、市内に人の流れをつくり中心市街地の活性化をめざし、推進することとし
ています。 

 

しごとづくり 
若者が働きやすい、働きがいのあるしごと
を創る 
◎三木の特性を活かした既存産業の振興 
◎高速道路を活用した大型集客施設の誘致 
◎ネスタリゾート神戸を核としたまちの活性化 

 

まちづくり 
若者が魅力を感じるまち・住まいを創る 
◎緑が丘をモデルとしたまちの再生（生涯
活躍のまち） 
◎「住み心地」の向上による定住の促進 
◎ゴルフを核としたまちの活性化 

ひとづくり 
人口減少・少子高齢社会に対応して生活の
質を高める 
◎教育や子育て支援の充実による次世代の育成 
◎コンパクトシティ化や環境に配慮したエコタウン
化の推進 
◎バス、鉄道等、公共交通の活性化 

三木創生計画の目標 
「くらしの豊かさを実感し、いつまでも住み続けたくなるまち」をめざします 

(１) 三木創生計画 

１ プロジェクトの目的 

 三木市では、少子高齢化が進み平成９年をピークに人口減少が続いています。なかでも、20～30歳代の若い
世代の流出傾向が高い状況にあります。 

 これまで、金物をはじめとする既存産業の振興、ひょうご情報公園都市への企業誘致などにより、雇用の場の創
出を図ってきましたが、さらに若い世代の流出に歯止めをかけるために、若い世代が魅力に感じる賑わいの場、
雇用の場づくりが必要です。 

 そこで、三木市の特徴である高速道路網の利便性を活用。交流によるまちのにぎわい・しごとづくりを進めるた
めに、三木SA北側エリア開発プロジェクト（以下「開発プロジェクト」という。）を推進します。 
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 三木市は、山陽自動車道により神戸・大阪都心まで１時間圏内にあります。また、山陽自動車道三木ＳＡ周辺における
交通量は、年間上り816万台、下り820万台、合計1,636万台、年間約2,300万人が利用しています。また、新名神自動車
道が平成35年度に全線開通予定。京都・滋賀方面からの時間距離が大幅に短縮され、「ひと・モノ・情報の流れ（交流エ
ネルギー）」はますます大きくなっていきます。 

 このような交流エネルギーをまちづくりに活用するため開発プロジェクトにより「大型集客拠点」を形成し、
この拠点とネスタリゾート神戸及び中心市街地の３つを交流拠点として、交流エネルギーを市内に広げていき
ます。 
 余暇・リゾート 

・レジャー、スポーツ 
・温泉、宿泊   など 

三木ＳＡ 

三木東 
ＩＣ 

三木小野 
ＩＣ 

（２）三木創生に向けた３つの拠点の連携による交流エネルギーの活用 

大型集客拠点 

中心市街地 

３つの拠点が連携し 
交流人口を呼び込み 
三木の創生を実現 

ホースランド
パーク 

秋祭り 
道の駅みき 
メッセみき 

金物まつり 

集客・商業・産業 
・集客ゾーン 
・産業、流通ゾーン         
         など 

歴史・文化・生活 
・史跡、街並み 
・伝統、地場産業 

旧グリーンピア三木 

2 

年間１,６００万台 

ネスタリゾート神戸 

目標年間200万人 

三木ＳＡ北側エリア  
開発プロジェクト 



（１）事業計画エリアの特性 
 事業計画エリアは、山陽自動車道三木ＳＡの北側に隣接する一団の土地であり、
地形はなだらかな丘陵形状をなし、土地利用現況は山林となっています。 

   ①所 在         三木市加佐、平田、大村  

   ②面 積（公簿）     約58ha 

 事業計画エリアは、三木市街地の北側に近接。里山の自然が残るなだらかな丘陵地となっており、山陽自動車道三
木サービスエリア（ＳＡ）に隣接しています。また、小野市の工業団地にも接しており、国道175号線から工業団地への
道路整備が小野市で進められ、新都市中央線が平成29年3月1日に開通し、ますます交通の利便性が向上しました。
加えて、三木市でも事業計画エリアと市街地を繋ぐ道路網の整備を進めており、平成35年の整備完了を目標に事業を
進めています。なお、現在の清掃センターは、事業計画エリアに隣接してい 

るため、現在のごみ焼却施設の耐用年数経過後に当該施設を撤去して、 

事業計画エリアに入れます。 

 事業計画 
 エリア 

 事業計画 
 エリア 
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２ 事業計画エリアの概要 

（２） 土地利用規制の状況 

法律名等 地域指定の状況等 項目 

都市計画法 ・ 市街化調整区域 
 

・市都計マスタープランの修正を行い、市街化区域への編入（県都市計画課） 
・用途地域指定(市美しいまちづくり課) 

・ 開発許可 ・法29条開発許可（県加東土木事務所） 

下水道法 ・ 公共下水道事業認可区域外 ・三木市公共下水道区域への編入（市下水道課） 

水質汚濁防止法・瀬戸内規制法 ・ 規制区域 ・排水基準を順守し、公共下水道に放流（市下水道課） 

森林法 ・地域森林計画民有林 ・林地開発許可（県加東農林事務所） 

・保安林（区域の一部指定） ・保安林指定状況の確認（県加東農林事務所） 

文化財保護法 ・指定なし ・開発区域は、国の三木城跡及び付城跡・土塁群には含まれていない 
・埋蔵文化財等の調査（市教育委員会） 

（参考）法的規制がかかっていないもの：①農振法による農業振興区域外、農地法についても区域に農地が介在せず転用等の必要はなし。 

 ②砂防法による指定地なし。③県緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例）は、対象地域外。④宅地造成等規制法の規制区域外。 

 

     

 事業計画地における開発許可にかかる主な土地利用規制は、次のとおり
です。 山陽自動車道三木SA 

→  至大阪 
至岡山 ← 

事業計画エリア 
(約58ha) 

 事業計画 
 エリア 

山陽自動車道三木SA 



３ 対話によるサウンディング調査を受けての方向性 
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 民間事業者の開発ニーズの把握及びノウハウを活用するとともに、開発プロジェクトへの民間事業者の参画をス
ムーズに実現していくため、対話による「サウンディング調査」を実施しました。その結果を受けて土地利用等の方向
性を次のように定めます。 

①用地買収は、住民に身近な市が行う方がスムーズなため市が費用を負担して実施する。 

②都市計画の変更は市が実施するものであり、各種機関との調整についても市が実施する方が円滑に行える
ことから、開発許可は市が取得する。 

③造成工事は、プロポーザルにより選定された共同事業者が費用を負担して実施する。 

④市及び共同事業者は、それぞれの費用負担に応じ、造成後の宅地を取得する。 

①スーパーロットやオーダーメイドに対応できない区画割はニーズが低いことから、企業の要望に応じられる
オーダーメイドが可能な区画割りとする。 

②造成工事では、切土、盛土の場内バランスに配慮しながら、より多くの宅地が確保できるよう造成する。 

③計画地内の保安林については、開発に必要な部分以外は最大限に残置する。 

（２）造成の方向性 

（３）事業スキームの方向性 

①集客ゾーンは、郊外地であることからレジャー施設や大型ショッピングモールなどより適性が高い地域オリジ
ナルの魅力を発信する大型直売所などの施設を核として継続的・広域的に集客を図る。 

②集客ゾーンは、市が構想するスマートインターチェンジからのアクセスを考慮し、インターチェンジに近接する
ようゾーニングする。 

③産業・流通ゾーンは、高速道路を活かした事業ニーズが高く流通施設や製造業の工場等を中心に誘致する。 

（１）土地利用の方向性 



４ 土地利用のゾーニング 

アクセス道路 
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 「サウンディング調査」での意見を踏まえるとともに、事業計画地が大都市の郊外にあることや近隣にアウトレット等の 

大型商業施設が立地することなどから、『集客ゾーン』はこの地でしか入手できないオリジナル性が高い施設等を中心
とし、『産業・流通ゾーン』は高速道路網の優位性を活かした工場・配送センター等の施設を中心としてゾーンを設定し
ます。  

産業・流通ゾーン 
約20ha 

集客ゾーン 
約5ha 

 自然、物産、食文化など、当地

の魅力を引き出す地産地消を核と

したオリジナルで多世代が訪れた

くなる集客施設を誘致するゾーン 

 集客ゾーンへの誘客を活用し観

光型の製造業や、都市周辺地とし

ての立地特性を活かし流通業など

の産業施設を誘致するゾーン 

（１）全体イメージ 

産業・流通
ゾーン 

産業・流通
ゾーン 

集客ゾーン 
加佐草加野線 

山陽自動車道
三木サービス

エリア 



（２）集客ゾーンのイメージ 
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地産地消
直売所 

地産地消 
レストラン 

体験工房 

駐車場 

イベント広場 

ビジターセンター 

加工所 

ビニール 
ハウス 

 地域の農産物をはじめ高速道路網の優位性や国道175号線を活用し兵庫県全域の特産品などを販売する集客力の

ある「大型直売施設」、食を提供する「地産地消レストラン」、野菜などの「加工施設」を集積します。 

 さらに、モノづくりや食づくりなどの「体験施設」を加えます。イベント広場やペットランなどを設け、各施設をパビリオン

的に周遊できるよう配置するなど、幅広い魅力を引き出し賑わいのゾーンを創出します。 

地産地消レストラン 

 地元や県内の新鮮野菜や食材をふんだんに使ったレス
トランやオシャレなオープンカフェなどで来場者をおも

てなし空間を形成します。  

 市内の両ＪＡなどとタイアップし、地元の新鮮野菜はもとよ
り、太平洋から日本海まで兵庫県内の採れたて新鮮食材を一堂
に集め販売するなど、広域的な集客力のある兵庫県内第一とな
る大型直売施設を核としたにぎわい空間を形成します。 

大型直売施設 

（メニュー例） 

○地元野菜を使った料理、野菜バイキング 

○肉料理、創作メニュー 

○ハーブ料理、ハーブティ 

○海鮮料理 

○日本酒、ワイン など              

 

（商品例） 

○地元・兵庫県産の野菜、果物、花卉、米穀類 ほか 

○播州百日どり、黒毛和牛肉、豚肉、乳製品など 

○兵庫県の海産物、魚介類  

○地元・兵庫県の食材を使った加工食品      

○三木金物、日本酒（兵庫の山田錦使用） 

○播州織物、皮革製品など兵庫県の物産品  など  

食品系（加工・体験） ○大自然の恵みを一堂に集めた体験施設  
 ※参考例 ：道の駅川場田園プラザ（群馬県川場村） 

DIY系（モノづくり体験） 

 金物のまち三木の魅力を伝える、
DIY工房や、モノづくり体験などが
出来る施設により、金物の使用体験
などを提供します。  

農業体験系 

 ビニールハウスの中では、い
ちごや旬の野菜の収穫など都会

ではできない体験を提供します。  

 野菜の加工場、惣菜加工場、パ
ン工場など。また、パン作りやピ
ザ作りなどの体験を提供します。  

情報発信コーナー 

 観光地やイベント、特産品の
店舗の紹介等、施設利用者の市
内周遊を促進する情報発信拠点  



（３）産業・流通ゾーンのイメージ 
 充実した医療
環境をサポート
する医療機器や
薬品の製造など 

 新産業やIT系企
業などによる新た
な雇用の創出など 

新産業系・IT系 

 西日本の高速道路網の結節点にあり、神戸港などの国際港湾にも近接。京阪神大都市の消費地に近いなど、優
れた立地特性を最大限に活かしながら、若者が魅力を感じる産業系、流通系、研究系の拠点づくりを進めます。 
 加えて、集客ゾーンに集まる人をさらにこのゾーンにも呼び込むため、工場見学や体験型イベントの充実した交流
型拠点をも含めた構想としています。 
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流通系 

配送センター 総合物流センター 

 交通の要衝地を
活かした食品製造
工場など 

観光・見学型工場 

研究系 

 企業ニーズのある
見学型の食品製造工
場などや、製造した
ものをその場で販売
するアンテナショッ
プなど 

 個人ニーズに対応する最先端
物流センターなど 

 充実した医療
環境をサポート
する医療機器や
薬品の製造など 

 新産業やIT系企
業などによる新た
な雇用の創出など 

産業系 

食品製造工場 医療系 新産業系・IT系 

 神戸医療産業都市のような医療機器の開
発、医薬品等の臨床研究など、最先端医療
研究施設など 



５ 造成全体計画 （１）造成計画 

 土量バランスを考慮しながらオーダーメイドが可能な区画割を検討し、造成コストに影響のある切土盛土の土量バラ
ンスを最小限抑え計画しました。 
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 大型集客拠点への地元利用を促進するとともに、施設利用者の三木市街地への人の流れをつくるために、周辺道
路の整備を進めます。また、平成33年には加古川方面から東播磨南北道が国道175号線に接続を、さらには、京都
方面から新名神自動車道が平成35年の全線開通を予定しており、ますます交通の利便性が向上します。 
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（２）道路計画（周辺アクセス道路を含む） 

小野産業団地 
（計画中） 



 （３）調整池計画 
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 流域に配慮した調整池を整備します。 



（４）公園・緑地計画 

11 

 法規制に配慮した公園・緑地を整備します。 



（５）インフラ計画 

コンサル作図 
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  大規模な産業施設を想定した上下水道などのインフラを整備します。 
 



（１）基本方針 

６ 事業スキーム  

（２）特別会計の設置による独立採算 

 開発プロジェクトは、収支を明確にするために「特別会計」を設け、「一般会計」と分離します。 

（基本方針）   

・特別会計は、事業における収益でもって収支を見込み、原則として独立採算とします。 

・特別会計において実施する事業は、開発基本計画の作成、用地買収、開発許認可の取得等とします。 

・特別会計は、全ての分譲が完了するまで設置し、終了した時点で精算し廃止します。 

・なお、特別会計とは別に、一般会計において幹線道路、企業会計において上下水道の整備を行います。 

 本開発基本構想に示す内容をベースとして平成29年度にプロポーザル方式で民間事業者（共同事業者）を公募し、
平成29年度中を目標に決定します。共同事業者と市の間で事業推進についての役割・費用負担などにかかる「基本協
定」を結び、連携・協力して事業を円滑に推進していきます。 
 

区分 市の役割等 共同事業者の役割等 

開発基本計画の作成 
プロポーザルの内容にしたがい、市の費用負担で開発
基本計画を策定 

市の策定業務を支援 

用地買収 市の費用負担で用地を買収 

開発関係許認可 市の費用負担で都市計画等の変更、開発許認可を取得 

造成設計・造成工事 
共同事業者の費用負担で設計業務及び造成工事
を実施 

インフラ工事 
市の費用負担でインフラ（幹線道路、上下水道施設）を
整備 

土地の取得 
造成後の宅地については、市の費用負担分に応じて取
得 

造成後の宅地については、共同事業者の費用負
担分に応じて取得 

分譲 共同事業者が一括して分譲。ただし、市の取得分については、市の意向に沿う形で分譲 
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項 目 内    訳 費用負担 合 計   

用地取得費 用地取得 三木市 

約７０億円(A) 造成工事費      開発区域内の伐開、粗造成、宅盤仕上げ、洪水調整池、区画道路、公園等                       共同事業者 

諸    費 測量試験、用地取得、許認可取得、設計・監理等 三木市 

   開発区域を図上により計測した概算事業費の積算は次のとおりです。なお、特別会計とし独立採算とします。 

（１）概算収支の試算 

概算収支計画等 
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７ 

②事業収入 

   （分譲単価については、サウンディング調査に参加した民間事業者の相場観などの意見聴取を参考としました。） 

③事業収支 

 上記以外に、市の費用で関連公共工事を実施します。 項 目 工 事 名 事 業 費 

一般会計 幹線道路 未定 

企業会計 公共下水道汚水幹線・雨水幹線 
        約12億円 
    （補助金除き７億円）(D) 

（２）開発区域内における公共工事（概算事業費）の試算 

 上記を基に事業収支における利益（想定）を以下のとおり算定しました。 

   分譲単価115,000円/坪と想定した場合・・・事業収入約90億円 (B) 

（B）－(A)＝約20億円の黒字 （うち市の黒字額約７億円） (C) 

（３）その他整備事業について 

  上記以外に、開発区域外の上水道・公共下水道整備工事等については、別途実施します。（事業費未定） 

（C）－(D)＝±0億円（事業の黒字額により企業会計の関連公共工事の費用が賄える見込み）  

①建設コスト（概算事業費） 



後半（3ヶ年） 

・開発許認可 
・造成工事 
・土地の分譲 

開業 

前半（5ヶ年） 

プロジェクトの着実な実行 

（８ヶ年） 
H28.4～ 

H36.4～ 

 三木市の地方創生のメイン事業として位置付け、プロジェクトを推進します。 
 なお、プロジェクトは平成36年までの８ヶ年での完成を目標に取り組みを進めていきます。 

H33.4～ 

開発基本構想 
完成 

測量業務 
用地買収 

事業用地 
分譲 

造成工事 

開発許可 
取得 

基本設計・造成設計 

・都市計画等土地利用計画の決定 
・中心市街地へのアクセス道路 の整備 

スケジュール案 

ゆるぎのない土台づくり 

・土地の取得 
・施設の建設 

三木市 

企業 

共同事業者が土地を
一括分譲 

用地買収 
完了 

建築工事 

対
話
会
・開
発
基
本
構
想
の
作
成 

 

区域外でのインフラ整備工事 

平成29年度中 
共同事業者を決定 

８ スケジュール  
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公募型プロ
ポーザル 

基本協定締結 

単
価
発
表 

 

開発許可に係る
関係機関調整 
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 参考 サウンディング調査開催実績 

実施内容 期日等 

① 募集広報 平成28年  8月  2日（火） 

② 受付期間 平成28年  8月16日（火）～31日（水） 

③ 選定期間 平成28年  9月  1日（木）～  6日（火） 

④ 選定結果の公表 平成28年  9月  8日（木） 

⑤ 第１回サウンディング調査全体会 平成28年  9月26日（月） 

⑥ 第１回 〃 個別会※  平成28年11月  1日（火）～  7日（月） 

⑦ 第２回 〃 全体会 平成28年11月29日（火） 

⑧ 第２回 〃 個別会  平成28年12月19日（月）～22日（木） 

⑨ 第３回 〃 個別会  平成29年  2月17日（金） 

⑩ 第３回 〃 全体会 平成29年  3月24日（金） 

⑪ 基本構想の策定 平成29年  3月末  

  ○参加事業者        ４社 
  ○実施場所         【全体会】 兵庫県民会館（神戸市）、三木市役所 
                   【個別会】 神戸市、大阪市など参加各社の事務所 

（１）実施した日程 

（２）サウンディング結果 

９ 

 ※個別会は必要に応じ、事業者毎に実施。 

 サウンディング調査の開催実績等は、次のとおりです。 



聴取事項：ニーズ・土地利用の可能性について 

分類 サウンディング調査での主な意見 

集客分野 
 

・ショッピングセンター（SC）などの商業系施設の立地は、足元商圏（人口）が必要であ 
 ること、加えて近隣に商業施設が多いことから厳しい。 
・商業系エリアを設けるのであれば、三木SA程度の既存の施設規模で、ここでしか買え 
 ないなどオリジナルの魅力をもつ地産地消を扱う施設がよい。 
・地産地消で集客を図るには、市単独の特産品だけでなく、広域的な特産品を扱う必 
 要がある。 
・地元の農業振興を考えるうえでも、地産地消（直売所）機能を有する施設が必要。 
・消費動向は、「モノ」から「コト（体験）」消費へ変わってきている。 
・商業ゾーンは大きく開発を拡げると、閑散しかねない。ゾーンを絞ることも重要。 
・レジャー施設などの集客系は、定期的なリニューアルが必要となり、投資コストがかか 
 り続けることに加え、流行に左右され継続的な運営が難しい。 

流通分野 ・高速道路網の優位性からして、物流がベスト。 
・大都市近郊では用地が少なくなってきている状況にあり、流通業界では分譲地を探し 
 ており、ニーズは高い。 
・流通業単独よりも製造業も含めたフレキシブルで複合的に進める方が、将来を見通 
 せる。 

製造分野 ・食品業界は、大都市近郊で消費地に近く、高速道路網の優位性などアクセス性の 
 高さから兵庫県の中央部で分譲地を探しており、ニーズがある。 
・他の産業用地では、地下水が出ない場所も多く、地下水の供給が可能であれば、誘 
 致できる業種の裾野が拡がる。 

①土地利用の方向性 
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（３）主な意見 

 サウンディング調査での主な意見は、次のとおりです。 



②造成の方向性 

聴取事項：造成計画（必要面積）について 

分類 サウンディング調査での主な意見 

集客分野 
 

・地産地消の施設であれば、既存の三木SAと同程度の規模（１～２ha）。 
・集客施設なので、高速道路へのアクセスのよい位置がよい。 
・市街地とのアクセスも必要。 
 

流通分野 ・物流であれば大きな平場が必要。大きな方が希少価値が高くなる。 
・土地利用に融通が効く、汎用性の高い区画割がよい。 
 

製造分野 ・食品メーカーの場合は３ha程度。 
・土地利用に融通が効く、汎用性の高い区画割がよい。 
 

その他 ・オーダーメイドできる分割可能な区画（短辺が１００～１２０ｍ程度）が望ましい。 
・造成工事は、土量バランスを考慮し経済設計とすべき。 
・残土を域外に持ち出して、土地利用を有効にできないか。 
・プロポーザル実施後に共同事業者と市が連携して造成も含め、設計できるようなイメー 
 ジで進めるべき。 
・計画地内の保安林は、その趣旨からも最大限残置の方向性で進めるべき。 
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③事業スキームの方向性 

聴取事項：開発手法・役割分担について 

分類 サウンディング調査での主な意見 

用地買収 ・民間が行うよりも、住民に身近な行政が行う方が地元地域に入りやすいため、市が 
 行う方がスムーズに進む。 
 

開発許可取得 ・事業用地には、保安林があり保安林の解除手続きが必要。開発許認可は民間主 
 体だと、ハードルが高いことが多いため、土地利用規制への対応は行政が主体で 
 担ってほしい。 
・市が行う場合でも、設計業務については事業者が行う場合もある。 
 

造成工事 ・事業者が土地を所有する方式はリスクが高すぎるため、市が行ってほしい。 
・プロポーザルにより、事業者からの提案によって決定してほしい。 
 

分譲 ・事業者が土地を所有する方式はリスクが高すぎるため、市が行ってほしい。 
・「用地買収」から「分譲」までの区分のなかでも、造成地を売り抜かなければならな 
 いことを考えると、「分譲」の役割が非常に重要でリスクが高い。「用地買収」から 
 「造成工事」までを市が担い、「分譲」は民間がするというやり方もある。 
・プロポーザルにより、事業者からの提案によって決定してほしい。 
・分譲単価は、近傍の産業団地からすると坪当たり１０万円～１３万円が現在におけ 
 る相場観と思われる。 
 

その他 ・どのような手法でも参入できる事業者もいる。プロポーザルは、提案方式を盛 
 り込んだ競争コンペとしてはどうか。 
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案１ 
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 企業ニーズのある奥行100～120mにおいて区画分割を行うとともに、小区画にて構成する
土地利用計画案。（第３回サウンディング調査全体会にて提示） 

参考 造成計画の検討 10 
 サウンディング調査において、土量バランスを考慮した区画割を検討し、３つの案を提示しました。 



案２ 
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オオバ修正依頼済 

 産業・流通施設事業者からニーズがある長大地(スーパーロット)を設けた土地利用計画案。 
（第３回サウンディング調査全体会にて提示） 



案３  事業者ニーズのある長大地（スーパーロット）をオーダーメイドしやすい形状にするととも
に、宅地へのアクセス性を考慮した土地利用計画案。 
（第３回サウンディング調査全体会にて提示） 
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 【比較検討～案1・案2・案3～】 
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面積等比較表 

  案１´ 案２´ 案３ 

宅地全体面積(㎡) 309,050  297,510  318,260  

有効宅地面積(㎡) 249,770  262,780  250,000  

宅地法面面積(㎡) 85,180  60,630  68,260  

区画数 17 6 7 

有効宅地区画平均面積(㎡) 13,992  47,376  45,466  

有効宅地区画最大面積(㎡) 26,950  179,480  97,400  

有効宅地区画最少面積(㎡) 7,040  7,700  2,400  

盛土(m3) 2,010,000 2,100,000 1,852,000 

切土(m3) 1,930,000 2,000,000 1,932,000 

   

  案１ 案２ 案３ 

宅地全体面積(㎡) –(A)=(B)+(C) 351,450 337,410 327,660  

有効宅地面積(㎡) –(B) 259,770 271,280 259,300  

宅地法面面積(㎡) –(C) 91,680 66,130 68,360  

区画数 18 7 8 

有効宅地区画平均面積(㎡) 14,432 38,754 32,413  

有効宅地区画最大面積(㎡) 26,950 179,480 97,400  

有効宅地区画最少面積(㎡) 7,040 7,700 2,400  

盛土(m3) 1,980,000 2,050,000 1,852,000 

切土(m3) 1,960,000 2,060,000 1,932,000 

  案１～３について宅地面積や確保できる区画数、盛土、切土等についての数値比較を行いました。 

  案１の特徴は、有効宅地の区画数を最大確保できます。 

  一方、案２の特徴は区画数は、最小であるものの、大規模施設の土地利用を可能とする長大地（スーパーロッ  

  ト）を最大限配置し、有効宅地面積も最大限確保できます。 

  また案3の特徴は、有効宅地面積は最小であるものの、長大地（スーパーロット）の形状をオーダーメイド対応可能な 

 宅地形状としたことで汎用性が高く、調整池を分割することで、造成コストに影響のある盛土・切土の造成土量を最小 

 限に抑えた計画となります。  
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 ①有効宅地面積の割合が高いこと。 

 ②最も融通性・汎用性の高い区画割であること。 

 ③宅地へのアクセスの利便性が高いこと。 

 ④事業ニーズの高い宅地形状であること。 

 ⑤保安林も含めた自然環境への配慮がなされていること。 

 ⑥コストが抑制でき、経済性に優れていること。 

 などの理由から、案３をベースに土地利用構想を考えていきます。 

 【総合評価】 

 造成計画の案１～３について、下記の①有効宅地面積～⑥経済性までの６項目で比較検討した結果は、下表
のとおりです。 

  

比較項目 案１ 案２ 案３ 

①有効宅地面積 ○ ◎ ○ 

②汎用性 △ ○ ◎ 

③アクセス性 △ ○ ◎ 

④宅地形状 △ ○ ○ 

⑤自然環境への配慮 ○ △ ◎ 

⑥経済性 ○ △ ◎ 

総合評価 △ ○ ◎ 

比較項目 案３ 案１修正 案２修正 

①有効宅地面積 ○ ○ ◎ 

②汎用性 ◎ △ ○ 

③アクセス性 ◎ △ ○ 

④宅地形状 ○ △ ○ 

⑤自然環境への配慮 ◎ ○ △ 

⑥経済性 ◎ ○ △ 

総合評価 ◎ △ ○ 


